
いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧（94社328店舗）

所在地 電話 割引・特典内容

引越事業者

金沢市高畠3-237 076-291-0003

＜県外から石川県内に引越される方＞
引越基本料金より最大30％割引
荷造り用ダンボール最大50枚　無料サービス
※3/15～4/15の繁忙期を除く

白山市水島町1000-1 076-277-2011
＜県外から石川県内に引越される方＞
通常料金の５％引き

金沢市千木町ル67-1 0120-388-141

＜県外から石川県内に引越される方＞
引越基本料金より20％割引
※3/15～4/15の繁忙期を除く
※0120-388-141へ連絡いただいて、「いしかわ移住パ
スポートご利用」とお申し出ください。

不動産

金沢市新竪町3-61RENNbldg. 076-263-1363 仲介手数料10％引
野々市市住吉町9-32 076-248-8787

rooms野々市駅前支店 野々市市二日市1丁目53番地 076-248-3345
rooms 金沢工大前支店 野々市市高橋町24-3 076-248-1176

金沢市有松2丁目3番11号 076-242-1588
賃貸：自社管理物件仲介手数料20％引
ＪＲ「西金沢」駅まで送迎　＊要予約

金沢市窪6丁目275 076-227-8963 仲介手数料10％引

能美市湯屋町ヘ116番地 0761-51-7033 不動産仲介手数料の3％引

金沢市もりの里2丁目21番地 076-222-3311

小立野店 金沢市石引1丁目7番1号 076-222-4222

金沢駅前店
金沢市此花町3番2号
ライブ１ビル2階

076-222-3332

金沢市泉野出町4丁目1番22号 076-245-1001

(株)レオパレス２１
金沢市此花町3番2号
ライブ１ビル1階

0120-0080-21
(フリーコール)

・契約金から2万円引（※他キャンペーンとの併用不
可。賃貸契約、マンスリー12回以上の契約が対象。全
物件仲介手数料0円）
・短期プラン契約は、利用料金から3%値引
値引特典のご利用は、フリーコール、専用サイトから
の問合せに限る。最寄店舗へ直接ご来店・お問合せ
頂いた場合は、値引特典適用の対象外となりますの
でご注意ください。

七尾市能登島八ヶ崎町6-4 0767-84-1888 仲介手数料10％引

金沢市駅西本町6-12-21
ドミールドシャルマン駅西103

076-261-2723
当方仲介物件（掲載分）につき、仲介手数料を既定の
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小松市城南町84 0761-27-1250 仲介手数料20％引

かほく市秋浜イ9番地2 076-283-7758 不動産仲介手数料30％引

金沢市山科3丁目1番地2号 076-241-8528
賃貸：不動産仲介手数料50％引
売買：不動産仲介手数料20％引
※当社管理物件に限る

住宅建築・リフォーム

金沢市三口新町3丁目3番18号 076-222-1122
新築・リフォーム工事における請負金額の3％相当の
商品サービス

小松市島町ル30番地1 0761-44-8330
住宅新築工事、リフォーム、増改築工事の工事代金か
ら3％割引。※初回ご相談時にパスポートを提示くださ
い。他の特典との併用はできません。

金沢本社 金沢市森戸2丁目216番地 076-287-3746
金沢鞍月支店 金沢市近岡町101-1 076-201-8877
金沢南支店 金沢市光が丘3丁目255-1 076-225-3065
七尾本店 七尾市上府中町ス8番地1 0767-53-4311

野々市市御経塚1丁目476番地1 0120-78-1289

小松本社 小松市今江町6丁目681番地 0761-21-1289

野々市市住吉町21番15号 076-246-1313 リフォーム工事における工事代金の３％引き

金沢市八日市1丁目639番地 076-287-3951 新築工事の際、設計料無料

金沢市入江3丁目29番地 076-291-3411
新築工事の際、オリジナル「リビングローボード」（25万
円相当）を提供

金沢市駅西新町3丁目1番35号 076-221-7666
新築工事の際、
ヒートポンプ式床暖房（LDK）設置サービス

白山市成町127番地 076-276-2457 新築・リフォーム工事における基本料金から２％引き

（株）ＬＣＣホーム

（有）宮川不動産商会

中村住宅開発(株)

西内工務店(株)

(株)久保建築

(株)シィー・プランニング

(株)玉家建設

新築工事における建物本体価格の５％引き

キャロットホーム　(株)駒沢建工
新築工事の際、
・カーポートプレゼント（2台用）
・床暖房プレゼント（リビング・ダイニング）
のいずれかを提供
※移住後２年以内

飛鳥住宅(株)

(有)アルクモリ

(株)アントール

(株)不動ホールディングス
不動産仲介料30％引
ローン手数料30％引

社名・事業者名

アーク引越センター北陸(株)

サカイ引越センター

金沢Ｒ不動産
(株)絹川商事（rooms 本店）

(株)のとじまの不動産屋

ＭＥＵＲＡ地所

ＬＯＯＰ不動産

(有)絹川不動産

くるみ不動産(株)

(株)苗加不動産　本店

(株)さとやま設計社

岡山県貨物運送(株)北陸主管支店

賃貸：仲介手数料10,000円引
売買：仲介手数料５％引

仲介手数料10,000円引
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いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧（94社328店舗）

所在地 電話 割引・特典内容社名・事業者名

金沢市古府西1-8 076-266-2000
外壁・屋根のリフォーム：見積金額から３％引き
水廻りリフォーム：内容に応じてサービスあり
(キッチン設備機器のグレードアップ　など)

ニューハウス工業(株)

金沢支店
金沢市西泉1丁目66番地1
ニューハウスビルスプリングポイント

076-244-9122

金沢東部支店 金沢市三池栄町61番地 076-252-6100

小松支店
小松市園町ハ158番地1
ニューハウス小松ビル

0761-24-1020

七尾営業所 七尾市藤橋町亥部3番地1 0767-53-7506

(株)ひまわりほーむ 金沢市新保本4-66-6 076-269-8100

北金沢支社 金沢市諸江町下丁114-7 076-225-8500

南金沢支社 野々市市三日市町46街区2番 076-248-7411

白山市博労3丁目27番地 076-276-1500
新築工事の際、住宅設備機器（30万円相当）を提供
※移住後３年以内

金沢北支店 金沢市堀川町23番23号 076-233-2737
金沢南支店 金沢市西金沢4丁目555番地 076-249-3302
七尾営業所 七尾市藤橋町戌23番地1 0767-52-2266
小松営業所 小松市大領町ロ37番地 0761-24-4631

金沢市八日市5丁目562番地 0120-811-324 新築・リフォーム工事における工事金額から３％引き

金沢市大河端町東55番 076-255-1201 新築・ﾘﾌｫｰﾑの際、工事請負金額から３％引き

金沢市古府1丁目43番地2 076-269-8087
・不動産仲介手数料20％引き
・新築住宅の断熱材：ウールブレスサービス

金沢市駅西本町1丁目3番15号 076-263-5355
新築工事の際、パナソニックエアコンＪシリーズ「ナノ
イー」搭載省エネ基準クリアモデルエアコン1台（10畳
用）をプレゼント

七尾市本府中町ル45番地5 0767-52-2502 新築・リフォーム工事等の工事代金から3％引

白山市小柳町ろ145番地 076-273-5355
オール電化・ＩＨコンロに変更の際、見積もり無料で実
施
ご成約時には見積金額の１０％引き

金融機関

本店営業部 金沢市広岡2丁目12番6号 076-263-1111
武蔵ヶ辻支店 金沢市青草町88 076-262-2161
県庁支店 金沢市鞍月1丁目1 石川県庁内 076-266-2666

香林坊支店
金沢市南町6番15号
北國パークビル1階

076-220-1818

片町支店 金沢市片町2丁目2-15 076-262-6441
野町支店 金沢市野町2丁目2-1 076-241-3171
泉支店 金沢市泉3丁目3-3 076-242-1366
寺町支店 金沢市寺町2丁目7-5 076-242-2261
野田支店 金沢市平和町3-1-8 076-242-1456
英町支店 金沢市芳斉2丁目5番23号 076-221-8141
犀川中央支店 金沢市長土塀3丁目1-26 076-221-8106
金沢駅前支店 金沢市笠市町8-3　笠市支店内 076-263-3416
笠市支店 金沢市笠市町8-3 076-263-3416
金石支店 金沢市金石西1丁目5-28 076-267-1101
問屋町支店 金沢市問屋町2-67 076-237-6404
浅野川支店 金沢市橋場町3-20 076-221-8101
金沢城北支店 金沢市小橋町5-4 076-252-2258
小立野支店 金沢市石引1丁目7-18 076-221-8137
賢坂辻支店 金沢市横山町2-2 076-221-8191
森本支店 金沢市吉原町ヘ202 076-258-1161
円光寺支店 金沢市山科3-2-1 076-243-2266
内灘支店 河北郡内灘町字旭ケ丘126 076-243-2266
城南支店 金沢市菊川2丁目32-1 076-262-5221
大桑橋支店 金沢市三口新町4丁目4-7 076-232-0880
大徳支店 金沢市松村1-376 076-268-3911
金沢西部支店 金沢市新神田5-3 076-291-1991
伏見台支店 金沢市久安2丁目345 076-247-1721
西金沢支店 金沢市西金沢1-20 076-247-3217
額支店 金沢市大額2丁目26番地（高尾支店内） 076-298-4511
北安江支店 金沢市北安江2丁目24-5 076-233-3511
鳴和支店 金沢市大樋町1-2 076-251-5141 
旭町支店 金沢市旭町3丁目13-16 076-222-7151
増泉支店 金沢市増泉4丁目3-8 076-241-8338
内灘大学通り支店 河北郡内灘町字大清台145 076-286-8233
高尾支店 金沢市大額2-26 076-298-1246
保古町支店 金沢市保古町ニ143 076-249-7888
みどり支店 金沢市上安原2丁目252 076-249-7730
玉鉾支店 金沢市玉鉾5-25 076-291-2260
みずき支店 金沢市みずき1-2 076-257-6111

アオイ建設（株）

（株）家元

（株）イシダ住建

宏州建設（株）

住宅ローンの金利が年０．１％優遇！
※新規に住宅ローンを借入する場合に限ります。
※他の条件と併せ最大優遇幅の上限がございます。
※詳しくは北國銀行にお問い合わせください。
（平成２９年６月２９日現在）

山﨑商事（株）

新築工事における見積金額から5％割引

(株)日本美装

・新築は建物本体価格の３％引き
・リフォームは請負金額の３％引き

(株)フジタ

北陸ミサワホーム(株)

新築工事・大型リフォーム工事
新築工事：ZEH（ゼロエネルギーハウス）仕様（太陽光
発電除く）500,000円引き（但し、50坪まで・2020年度ま
で）
1,000万円以上リフォーム工事：300,000円引き
500万円以上リフォーム工事：150,000円引き

みづほ工業（株）

(株)北國銀行
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いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧（94社328店舗）

所在地 電話 割引・特典内容社名・事業者名

香林坊支店北國新聞社出張所
金沢市南町2番1号
北國新聞会館2F

076-224-3321

八日市支店 金沢市八日市3-594 076-240-0555
神谷内支店 金沢市神谷内町ニ8 076-251-5225
杜の里支店 金沢市もりの里1-85 076-234-1400
押野支店 金沢市八日市1-658 076-280-3123

中央市場支店
金沢市西念4丁目7-1
金沢中央卸売市場内

076-263-1391

金沢市役所支店 金沢市広坂1丁目1-1金沢市役所内 076-263-3743
大聖寺支店 加賀市大聖寺南町ホ7-3 0761-72-1201
山中支店 加賀市山中温泉湯の出町レ4-2 0761-78-1221
山代支店 加賀市山代温泉桔梗丘2-9 0761-76-1440
動橋支店 加賀市動橋町イ23-1 0761-74-1515
片山津支店 加賀市片山津温泉乙25-1 0761-74-0530
小松支店 小松市京町68 0761-22-2121
小松中央支店 小松市土居原町486 0761-22-5222
粟津駅前支店 小松市島町ル100番50 0761-44-2511
根上支店 能美市大成町チ180 0761-55-1311
寺井支店 能美市寺井町ム19 0761-57-1111
辰口支店 能美市辰口町104 0761-51-3101
松任支店 白山市茶屋2丁目46-1 076-276-1122
鶴来支店 白山市井口町に87番1 076-272-1122
美川支店 白山市美川中町ニ65-2 076-278-2301 
野々市支店 野々市市横宮町19-1 076-248-1488
軽海支店 小松市軽海町ツ90-5 0761-47-4141
松が丘支店 加賀市松が丘1丁目32-16 0761-73-3595
松任北支店 白山市相木１丁目５番地 076-275-6822
粟田支店 野々市市粟田1-138 076-246-6877
小松南支店 小松市福乃宮町2-113 0761-22-3900
川北支店 能美郡川北町字壱ツ屋103-4 076-277-2220
小松東支店 小松市園町ハ114-1 0761-21-0297
津幡支店 河北郡津幡町字津幡ハ88 076-289-2125
宇野気支店 かほく市森レ82-30 076-283-1106
七塚支店 かほく市木津ロ30-1 076-285-1103
高松支店 かほく市高松ク15-1 076-281-1155
羽咋支店 羽咋市旭町ア33-8 0767-22-1188
押水支店 羽咋郡宝達志水町今浜ヘ273 0767-28-3122
高浜支店 羽咋郡志賀町高浜町ヤ79-3 0767-32-1188
富来支店 羽咋郡志賀町富来地頭町8-176甲 0767-42-1133
七尾支店 七尾市生駒町30-1 0767-53-1001
中能登支店 鹿島郡中能登町徳前た6番地1 0767-76-1001
鍛冶町支店 七尾市山王町ス部64 0767-53-5566
和倉支店 七尾市和倉町和歌崎10番地４ 0767-62-2222
中島支店 七尾市中島町中島4部31甲 0767-66-1215
輪島支店 輪島市河井町18部42-77 0768-22-2323
穴水支店 鳳珠郡穴水町字大町ニ18 0768-52-1212
門前支店 輪島市門前町走出8丁目39-1 0768-42-1121
珠洲支店 珠洲市野々江町シ部60番地 0768-82-2233
宇出津支店 鳳珠郡能登町字宇出津ム字19-9 0768-62-1103
松波支店 鳳珠郡能登町字松波10字4 0768-72-1115
北國ローンセンター 金沢市広岡2-12-6 0120-117-660

金沢西部ローンセンター
金沢市新神田5-3
金沢西部支店内

0120-336-323

野々市ローンセンター 野々市市横宮町19-1野々市支店内 0120-399-606
松任ローンセンター 白山市茶屋2-46-1 松任支店内 0120-033-216 
小松ローンセンター 小松市土居原町486小松中央支店内 0120-033-216 

中能登ローンセンター
鹿島郡中能登町徳前た6-1
中能登支店内

0120-551-633

本店 鳳珠郡能登町字宇出津ム字45番の1地 0768-62-1122
小木支店 鳳珠郡能登町字小木15字2番地の40 0768-74-1122
松波支店 鳳珠郡能登町字松波10字4番13地 0768-72-1122
穴水支店 鳳珠郡穴水町字大町ハ111番地の1 0768-52-1260
正院支店 珠洲市正院町正院20部55番地 0768-82-1255
門前支店 輪島市門前町走出2の79番1 0768-42-1188
珠洲支店 珠洲市飯田町11部28番の9 0768-82-1252
輪島支店 輪島市河井町1部16番地の1 0768-22-1555
町野支店 輪島市町野町広江1の57番7 0768-32-1122
鵜川支店 鳳珠郡能登町字鵜川18字113番地の3 0768-67-1221
七尾支店 七尾市大手町132番地 0767-53-1501
鹿西支店 鹿島郡中能登町徳丸ヲ部22番地 0767-72-3284
羽咋支店 羽咋市旭町コ106番1 0767-22-1131
高松支店 かほく市高松ム81番地19 076-281-2181
金沢支店 金沢市西念1丁目2番11号 076-262-9101
西泉支店 金沢市西泉四丁目1番地 076-243-4343
中島支店 七尾市中島町中島8部43番1 0767-66-0158
畝田支店 金沢市畝田西一丁目105番地 076-268-2323
内灘支店 河北郡内灘町字鶴ヶ丘五丁目1番340 076-286-3311
柳橋支店 金沢市柳橋町甲1番地 076-251-4123
田鶴浜支店 七尾市田鶴浜町る43番1 0767-68-3655
金沢駅西支店 金沢市西念四丁目4番18号 076-233-3344
額支店 金沢市額乙丸町ハ80番地 076-298-2332

住宅ローンの金利が年０．１％優遇！
※新規に住宅ローンを借入する場合に限ります。
※他の条件と併せ最大優遇幅の上限がございます。
※詳しくは北國銀行にお問い合わせください。
（平成２９年６月２９日現在）

1,000万円までのスーパー定期預金1年物に店頭表示
金利（0.020%）に0.020%の金利を上乗せ
（平成２９年１０月２日現在）

興能信用金庫
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いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧（94社328店舗）

所在地 電話 割引・特典内容社名・事業者名
泉台支店 金沢市長坂台1番27号 076-244-1313
七尾南支店 七尾市古府町チ部13番地1 0767-53-6868
保古支店 金沢市保古二丁目59番地 076-240-3800
柳田支店 鳳珠郡能登町字柳田礼部5番8地 0768-76-1500
高浜支店 羽咋郡志賀町高浜町オの111番地 0767-32-1103

本店営業部 七尾市桧物町35番地 0767-52-3450
羽咋支店 羽咋市本町コ86番地の2 0767-22-1144
高浜支店 羽咋郡志賀町高浜町ク60番地の48 0767-32-1177
富来支店 羽咋郡志賀町富来地頭町8の204番地の1 0767-42-1127
志雄支店 羽咋郡宝達志水町子浦レ186番地 0767-29-3155
川原町支店 七尾市上府中町ソ部3番地の1 0767-53-2229
津幡支店 河北郡津幡町字津幡ハ7番地の1 076-289-4151
かしま支店 鹿島郡中能登町井田め25番1 0767-76-1144
鳴和支店 金沢市鳴和二丁目1番5号 076-252-6255
押水支店 羽咋郡宝達志水町小川弐部89番の1 0767-28-4444
七塚支店 かほく市松浜イの65番地3 076-283-4646
鹿北支店 七尾市白浜町76番地 0767-68-3755
和倉支店 七尾市石崎町ヨ部70番地の104 0767-62-4646
金沢南支店 金沢市横川七丁目57番地 076-244-2477
穴水支店 鳳珠郡穴水町字川島ソの72番地 0768-52-1110
宇ノ気支店 かほく市内日角四丁目14番地 076-283-3955
小丸山支店 七尾市藤橋町申55番地1 0767-52-6262
輪島支店 輪島市河井町17部30番地4 0768-22-0263
久安支店 金沢市久安三丁目397番地 076-242-1406
内灘支店 河北郡内灘町字鶴ケ丘四丁目1番地260 076-286-4222
竪町支店 金沢市竪町83番地の1 076-261-5188
野町支店 金沢市野町二丁目4番6号 076-242-3610
西部支店 金沢市長田二丁目24番36号 076-263-0311
野々市支店 野々市市高橋町18番18号 076-246-3721
森本支店 金沢市吉原町ハ31番1 076-258-0159
八日市支店 金沢市八日市出町812番地 076-240-2181
杜の里支店 金沢市もりの里二丁目97番地 076-233-2262
木越出張所 金沢市木越二丁目15番地 076-257-1101

本店営業部 金沢市玉川町11番18号 076-233-1188
泉支店 金沢市泉1丁目7番8号 076-241-2101
城南支店 金沢市城南2丁目42番26号 076-222-1155
鳴和支店 金沢市鳴和1丁目14番27号 076-252-5222
新神田支店 金沢市大豆田本町ロ38番地 076-291-5678
金沢西支店 金沢市駅西本町2丁目2番40号 076-223-2123
野々市支店 野々市市本町3丁目7番9号 076-248-0321
松任支店 白山市東新町4番地 076-275-1234
千代野支店 白山市千代野東5丁目5番地1 076-276-5123
美川支店 白山市美川神幸町ソ336番地1 076-278-2350
小松中央支店 小松市西町123番地の1 0761-22-7251
大川町支店 小松市松任町3番地 0761-22-4126
粟津駅前支店 小松市符津町ウ76番地の5 0761-44-2538
小松東支店 小松市白江町ハ23番地1 0761-22-0660

自動車販売・整備

金沢本店 金沢市浅野本町ロ104 076-252-5161
金沢西店 金沢市問屋町2丁目110 076-237-2300
金沢松村店（PCツインズ） 金沢市松村4丁目620 076-268-0666
金沢南中央店 金沢市増泉4丁目5－10 076-245-4000
伏見台店 金沢市寺地1丁目31－20 076-247-0500
白山店 白山市倉光1丁目201 076-274-2200
小松店 小松市上小松町丙77 0761-22-3737
加賀店 加賀市箱宮町カ4-2 0761-74-2533
羽咋・かほく店 羽咋市兵庫町午部7-6 0767-22-2241
七尾店 七尾市小島町ヌ45 0767-52-3370
輪島穴水店 鳳珠郡穴水町地蔵坊い5-1 0768-52-1900

西泉店 金沢市西泉2丁目178 076-242-6131
鞍月店 金沢市鞍月4丁目100番地 076-266-7700
松村店 金沢市松村4丁目295 076-266-3003
元町店 金沢市元町2－170 076-251-2244
田上もりの里店 金沢市田上さくら2－100 076-231-3300
南店 野々市市矢作1－127 076-246-2737
加賀店 加賀市作見町ニ80－1 0761-73-4040
小松店 小松市大領町ロ158 0761-22-5431
白山店 白山市徳丸町595-1 076-275-1105
津幡店 河北郡津幡町舟橋に30－1 076-289-0555
羽咋店 羽咋市石野町イ51－1 0767-22-2123
七尾店 七尾市藤橋町申43－1 0767-53-7887
輪島店 輪島市杉平町蝦夷穴61－7 0768-22-5229
Ｕ－Ｃａｒシャンツェ西泉 金沢市西泉2－178 076-280-3741
Ｕ－Ｃａｒシャンツェ鞍月 金沢市鞍月4丁目101番地 076-266-7711
Ｕ－Ｃａｒシャンツェ白山 白山市徳丸町595－1 076-275-1105
Ｕ－Ｃａｒシャンツェ七尾 七尾市本府中町ヲ部28 0767-53-1877

ネッツトヨタ石川(株)　

当社取扱新車 または 中古車(U-Car)をご契約の方に
当社独自ポイントカード「ネッキーカード」2,000ポイント
をプレゼント。
貯まったポイントは点検、用品の購入等のお支払いに
１ポイント=１円でご利用可。
※新車または中古車(U-Car)納車日以降のご来店時
にプレゼント

車検整備代金3,000円割引（店頭持込・店頭引取に限
る）
※石川トヨペットで車両ご購入の場合は、初回車検時
まで有効

自動車や家具の購入等の個人向けローン（しんきん
保証基金）をご利用の際に、借入利率を基準金利から
最大年1.0％引き下げします。但し、住宅ローン、カード
ローン等の一部商品を除きます。
［引き下げ条件］
Ｉパス提示で年0.8％、カードローン契約でさらに年
0.2％引き下げとなります。

北陸信用金庫

《ほくしん》定住促進ローンご成約の方に粗品プレゼン
ト
※「移住・定住の促進」「空き家対策の推進」への対応
として、平成２８年２月に取扱い開始した無担保、無保
証人のローン

1,000万円までのスーパー定期預金1年物に店頭表示
金利（0.020%）に0.020%の金利を上乗せ
（平成２９年１０月２日現在）

石川トヨペット(株)

のと共栄信用金庫
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いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧（94社328店舗）

所在地 電話 割引・特典内容社名・事業者名

野々市本店 野々市市横宮町3-1 076-248-1111
金沢駅西店 金沢市駅西本町3-14-33 076-224-8500
東大通店 金沢市神宮寺2-1-3 076-252-5211
西インター店 金沢市古府2-132 076-249-5173
小松店 小松市園町ヌ70 0761-22-2316
七尾店 七尾市小島町大開地1-6 0767-53-8070

小松市北浅井町ろ130-1 0761-23-5285 ８％割引（車検・板金塗装）

輪島市鳳至町下町163-12 0768-22-0251
車検整備代金10％引き・その他整備10％引き
タイヤ預かり無料・オイル交換一回無料

エルカーショップ 金沢市間明町ホ７１番 076-240-4050

エルトラック 金沢市専光寺町ヲ２５番 076-268-1125

金沢市割出町512番地1 076-238-9001
ガソリン満タンで納車いたします。
※パスポート有効期限内で2回まで

金沢市北安江３丁目１番２１号 076-232-5556
・購入した車のオイル交換、１年間無料
・車検に入れた車のワイパーブレード無料交換
・スタッドレスタイヤの３０％引き

小松市犬丸町丙30 0761-24-1571 工賃１５％引き・車検時オイル交換無料

金沢市広岡3-1-1
金沢パークビル7階

076-233-6666

七尾支社
七尾市神明町１番地
ミナ．クルビル３Ｆ

0767-53-5711

小松支社
⼩松市⻯助町３６
⼩松東京海上⽇動ビル４Ｆ

0761-21-2133

（株）森村自動車商会　本店 七尾市中島町横田乙107 0767-66-0326
田鶴浜店 七尾市田鶴浜町ヲ11 0767-68-2033
スズキ自販七尾店 七尾市飯川町い71-2 0767-57-8080

自動車教習所

金沢市東蚊爪町2丁目1番地
運転免許センター内

076-237-4189

北鉄自動車学校 野々市市蓮花寺町230 076-246-1211
石川県加南自動車学校 小松市今江町ち94-1 0761-22-8816
大徳自動車学校 金沢市松村5丁目96 076-267-2231
北陸中部自動車学校 白山市上安田町239 076-277-0033
太陽自動車学校 かほく市七窪ヲ3 076-283-1163
こまつ自動車学校 小松市平面町イ74 0761-24-3500
七尾自動車学校 七尾市古府町南谷21 0767-53-1422
東部自動車学校 金沢市横枕町ロ8 076-258-1151
ドライビングスクールエクシール城東 金沢市松寺町申100 076-237-8100
加賀自動車学校 加賀市津波倉町ロ53 0761-74-0310
能登自動車学校 鳳珠郡能登町字布浦タ字74 0768-72-0153
輪島綜合自動車学校 輪島市横地町9字90 0768-22-2098
能登中央自動車学校 七尾市細口町源田山42 0767-53-5588

レンタカー

能登空港店
輪島市三井町洲衛10部11-1
空港ターミナルビル1F

0768-26-8100

七尾店 七尾市本府中町ル-44-1 0767-52-0100
金沢神田店 金沢市神田1-3-10 076-241-0100
金沢駅西口店 金沢市広岡1-1-26 076-224-0100

金沢駅東口店
金沢市本町2-15-1
ポルテ金沢1F

076-223-0100

金沢元町店 金沢市元町2-11-8 076-251-0100
金沢工大前店 金沢市三馬3-340 076-280-0100
金沢鞍月店 金沢市鞍月4丁目101 076-266-0100
松任店 白山市倉光5-105 076-274-0100
小松空港店 小松市草野町ハ-168 0761-24-0100
加賀温泉駅前店 加賀市小菅波町1-49 0761-73-0100

・車検時工賃10％引
・オイル交換1,000円引

以下のいずれかの特典を提供
・諸費用込から1万円値引き＋スタッドレス中古（ホ
イール付き）
・オイル交換3回無料券
・カーナビ取付工賃サービス
・ETC車載器本体＋取付工賃サービス

(有)バイパスカーセンター

(株)モーターランド

ユアサ自動車工業(株)

（一社）石川県指定自動車教習所協会

基本料金から20％割引（但し、一部車両
（PO/P1/HV1/SP1/W1/T0/T1/V0）は除く）

教習料金10,000円割引
(普通一種、準中型免許に限る)
※他の割引とは併用できません。
※合宿免許の料金は割引の適用外です。

(株)トヨタレンタリース石川

自動車販売会社との新車商談開始前に弊社にご相談
いただき、石川県内の対象自動車販売会社から新車
をご購入いただいた方に数千円の謝礼金をお支払し
ます。

※本事業は、石川県への移住促進及び当社がお取引
するディーラーへの情報提供として行われ、謝礼金は
東京海上日動が拠出します。なお、当社の保険への
加入が義務付けられるものではありません。

(株)北陸マツダ

車検・法定12か月点検、ご入庫の際基本整備料金10%
引き

東京海上日動火災保険(株)金沢支店

(有)オートモービレッジ

北島自動車

(株)バイセル
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いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧（94社328店舗）

所在地 電話 割引・特典内容社名・事業者名

金沢駅前店 金沢市昭和町13-15 076-232-4123

金沢駅西口店
金沢市広岡1丁目2-26
AGSビルII　101号室

076-231-4123

小松空港店 小松市浮柳町ハ164-1 0761-24-4123
加賀温泉駅前店 加賀市小菅波町1-55 0761-73-1523
能登空港店 輪島市三井町洲衛10部11-1 0768-26-8123
和倉駅前店 七尾市石崎町夕部4-22 0767-62-0323
のと穴水駅店 鳳珠郡穴水町字大町卜33番地 0768-52-2315

タイムズカーレンタル小松空港前店 小松市草野町ハ179-1 0761-23-3838
タイムズカーレンタル金沢駅店 金沢市広岡1-11-7 076-223-5656
タイムズカーレンタル金沢神田店 金沢市神田1-1-1 076-247-5656

宿泊事業者

金沢市昭和町16番3号 076-224-6111
＜宿泊＞通常料金（ベストフレキシブルレート）より５％
引
＜レストラン＞ご利用総額より10％引

金沢市武蔵町15-1 076-233-2233
宿泊：基本室料から10％引き
お食事：オールデイダイニングKENROKUにてランチ
ブッフェ　通常1,900円→1,600円に割引

七尾市和倉町ル部4番地7 0767-62-2420 モーニングコーヒー券

金沢市大額町ル8番地 076-296-0111
レストランのご利用料金の５％引き
※一部商品は除く。他のサービス券との併用不可

金沢市香林坊2丁目1番1号 076-231-2411
1泊朝食付　お一人様　税込
シングル（平日）12,000円、(休前日)15,000円
ツイン（平日）9,500円、(休前日)11,000円

金沢市南町４‐１ 076-233-1311 基本料金から30％引き

金沢市玉川町16-3 076-227-8963 宿泊料の５％引き

加賀市山中温泉東町2丁目へ-1 0761-78-1321
貸切大浴場（渓流露天風呂付）「菊香」
50分3,240円→2,160円　※宿泊した方に限る。

加賀市山中温泉下谷町ニ340 0761-78-4848 基本料金の５％引き

小松市粟津町ワ85番地 0761-65-1711 お酒1本付き

金沢市堀川新町１‐１ 076-223-1111 宿泊：基本料金から30％引き

金沢市本町2-15-1 076-234-1111 レストラン・バー・ラウンジ　10％引き

輪島市河井町18-42 0768-22-2178 素泊まり4,500円→3,500円に割引（税別）

七尾市温井町リ部10番地1 0767-57-5630 ウェルカムドリンク又はモーニングコーヒーサービス

その他

金沢市武蔵町5-1 076-255-6800
かなざわ石亭 金沢市広坂1-9-23 076-231-2208
松魚亭 金沢市東山1-38-30 076-252-2271
六角堂 金沢市東山1-38-27 076-252-5115
六角堂Ｇｒｉｌｌ＆Ｂａｒ 金沢市東山1-38-31 076-252-0629

六角堂香林坊せせらぎ通り店
金沢市香林坊2-1-1
東急ｽｸｴｱﾋﾞﾙ　せせらぎ通り側

076-222-6109

金沢市大工町33-2 050-3754-2357
1万円以上の商品代金より　５％　割引
1万円以上のスクール代金より　５％　割引

加賀市山代温泉桔梗丘2-73 0761-76-0469 食後ドリンクサービス

金沢市東山1丁目3-27 076-251-6777
金箔貼り体験　体験料（600円～）10％引き
金箔貼り体験は要予約

金沢市久安2丁目358番 070-5145-8194 貸衣装、メイク、着付料から３％引き

金沢市若松町セ104-1 M-8
子そだて応援1.2.ＳＵＮ相談室内

076-205-1881

エピジェネシート「ねるりん」 ベーシックタイプ 1個
基本料金から15％引き（消費税・送料別）
※ホームページ内にあるエピジェネシート「ねるりん」直販
ページから購入可能です。

鳳珠郡穴水町字川島ヨ26-3 0768-52-1133 自店カードのポイント2倍進呈

金沢市大工町３３－２　A.SPACE2F

桜田町スクール 金沢市桜田町2丁目91-1

小松市二ツ梨町一貫山40番地 0761-43-4343 入館料：通常料金から10％引き

金沢市寺町5-5-28 076-242-2825 拝観料50円引き

鳳珠郡穴水町字川島キ143番地 0768-52-4649
基本料金から10％引き※サービス提供開始から3年
間

鳳珠郡穴水町川島キ112-1 0768-52-0161
店頭看板価格からリッター5円引き
※店内にて地図やドリンク・お茶の無料サービスあり

(株)マツダモビリティ北陸

基本料金から軽自動車15％、普通乗用車20％割引

基本料金の10％～最大50％の割引
※予約時は予約センター（0120-00-4123）にご連絡い
ただき、「会員番号00140350」とお伝えください。

(株)森本石油（ガソリンスタンド）

日本自動車博物館

050-3701-5830
当法人が指定する講座・セミナーの参加費から10%引
き
　・ドメインリーダーシップ養成講座「事務シッター」

（一社）日本OUIターン協会 ビジネス
シッターセンター（テレワーク・サービ
ス）

古民家体験型ゲストハウスＢ＆Ｂ４５

伏見寺（観光・寺院）

マルホ燦オフィス（浄化槽保守点検業）

割烹加賀

(株)金銀箔工芸さくだ
（金銀箔工芸品等販売）

婚礼プロデュース  結yui

(一社)シェアライフジャパン
（サービス業・医療コーディネート）

七海屋（酒類・食品販売業）

(株)Ａ．ＳＰＡＣＥ
（生活雑貨・家具のデザイン・制作・販
売）

(株)浅田屋

白鷺湯たわらや

すゞや今日楼

のとや

ホテル金沢

ホテル日航金沢

民宿　白塔園

金沢ニューグランドホテル

kultonhotel

運営する飲食店で使用できるポイントカードに5,000ポ
イント進呈。（但し、新規発行時のみで一会計につき一
枚。次回来店時以降使用可能）
ポイントカードの有効期限は最終利用日より2年間

ANAホリデイ・イン金沢スカイ

お宿すず花

金沢国際ホテル

金沢東急ホテル

ANAクラウンプラザホテル

(株)日産カーレンタルソリューション
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